
未就学児と保護者のための
子育て応援情報

対象　1人歩きが安定したころ～就学前と保護者
日時　4/20㈬　11:15～12:00
場所　津之江さくら子育て支援センター
料金　無料
問合　℡668-1211
申込　4/4㈪から 窓 で

40㎝程の台から1人で飛ぶことができる
お友達向けプログラムです

ID 031589 申込順7組
子育て講座
運動あそび

対象　未就学児と保護者
日時　4/18㈪
　　　11:30～12:00、13:00～13:30
場所　チャムきっずぱーく（古曽部町1）
料金　無料
問合　℡685-6336
申込　4/4㈪から 窓 で

手袋シアター・大型絵本をみて、
親子で春を満喫しましょう

ID 031625 申込順各5組
春のお話しひろば

ID 031983 申込順20組

対象　3～11カ月と保護者
日時　4/21㈭
　　　10:00～11:00
場所　聖ヶ丘子育て支援センター
料金　無料
問合　℡689-8721
申込　4/7㈭13:00から で

赤沼 裕美子さんと一緒に
親子で触れ合い遊びを楽しもう

ベビーマッサージ

対象　6カ月～2歳未満と保護者
　　　※2歳の誕生日までに1回限り
場所　安満遺跡公園パークセンター
料金　無料　※母子手帳持参
問合　 安満遺跡公園ボーネルンドプレイヴィル
　　　℡668-3145

ID 032647

日時　4/27㈬　　
場所　ひろばひだまり（寿町1）
料金　無料
問合　℡693-4682
申込　4/4㈪から 窓 で
3～6カ月　13:00～13:40　7～11カ月　14:00～14:40

赤ちゃんに触れ合いながら親子で
ほっこりタイムを楽しみましょう

ID 031572 申込順各5組
ベビーマッサージ
赤ちゃんとの絆づくりに

対象　2歳～就学前と保護者
日時　4/28㈭　10:45～11:45
場所　ぴーかぶー（郡家新町）
料金　無料
問合　℡682-0677
申込　4/4㈪から 窓 で

音やリズムに合わせて
体を動かしてみましょう

音あそび
ID 032040 申込順8組

ID 029521 申込順各20組

対象　2歳6カ月～3歳未満と保護者
日時　5/12㈭
　　　10:00～、10:30～（各1時間）
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　℡648-3272
申込　4/3㈰から HP で

歯の健診や歯科衛生師による
おはなしなどを行います

きらきら歯みがき教室

　1歳児と幼稚園・保育所年長児相当の幼児は、麻しん 
(はしか)・風しんの混合ワクチン(MR)の予防接種を無料
で受けられます。
　麻しんは感染力が強いため、1歳のときに1回、小学校
入学前の1年間に1回、合計2回ワクチンを接種し、予防
することが大切です。
対象　第1期　1歳児
　　　第2期　平成28年4/2～29年4/1生まれ
  　　　　　　※ 無料で接種できるのは4/1㈮～来年3/31㈮
問合　子ども保健課／℡648-3272
申込　市内委託医療機関に で
　　　※第2期の対象者には予診票を4月上旬に送付

ID 003472

基本事項（ F は 郵 メ 往）
①催し名（コース・希望日）
②〒・住所　　③氏名（ふりがな）
④子どもの名前（ふりがな）・生年月日
⑤電話番号
※はがきの場合、〒569-8501は住所の記載不要
※申込手段の略は本誌30ページ参照
※ 掲載している内容は新型コロナウイルス感染症

の影響により変更になる場合があります

当日直接

料金　無料
真上　　℡683-2509　7㈭・11㈪・21㈭・25㈪11:00～
南大冠　℡673-1477　19㈫10:00～
三箇牧　℡677-0965　25㈪10:00～
今城塚　℡683-3331　5㈫10:45～、21㈭11:40～
五領　　℡669-6169　6㈬・20㈬10:30～
磐手　　℡685-2110　4㈪・11㈪・25㈪10:45～
日吉台　℡688-6636　20㈬11:40～
城内　　℡671-4644　28㈭11:00～
北清水　℡687-3190　22㈮10:00～
富田　　℡693-1671　5㈫10:30～

公民館のおはなし会
4月の予定
　各館の読み聞かせボランティアによる季節の
絵本の読み聞かせ。絵本の貸し出しも。

ボーネルンドプレイヴィル
2時間無料体験
　安満遺跡公園内にあるボーネルンドの有料施設が、
2時間無料で遊べます。

　令和5年度に小学校に就学予定の子どものうち、学校
生活を送るうえで、発達に課題があるなど、特別な支援
が必要な子どもの保護者を対象に、下記のとおり就学説
明会を開催します。
日時　4/19㈫、5/18㈬　10:30～11:15
場所　市教育会館（城内町）
問合　教育指導課／℡674-7631

ID 038431 当日直接

令和5年度新小学1年生
就学説明会

麻しん・風しん
予防接種を受けましょう

ID 036797 抽選各5組

対象　芥川より西に住む
　　　令和3年4/2～12/1生まれと保護者
日時　5/9～30、5/10～31
　　　10:00～11:00（各全4回）
場所　富田子育て支援センター
料金　無料
問合　℡694-9177、〒569-0814富田町2-5-1
申込　4/11㈪までに 往 で（基本事項記入）

親子の交流、触れ合い遊びなどを楽しもう
親子で楽しく遊ぼう（ひよこクラブ）

ID 036917 申込順
地域に開く保育　4月の日程
日時　10:00～　　料金　無料
申込　開催日の1週間前の10:00から で
春日保育所　℡673-5022
　園庭開放　　　4/12㈫・19㈫・26㈫
　　　　　　　　（12日は身体計測も）
富田保育所　℡694-9176
　園庭開放　　　4/13㈬・20㈬・27㈬
　　　　　　　　（27日は身体計測も）
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　市ホームページの子育て情報特設サ
イト「WAIWAIカフェ」もリニューアル。
親子で参加できるイベント
や子育て相談窓口の情報を
わかりやすく掲載していま
す(右QRコード)。

WAIWAIカフェもWAIWAIカフェもＮＮｅｗｅｗ！！



場所・問合　カンガルーの森（子育て総合支援センター）／℡686-3030
申込　4/1㈮～5㈫に HP で（★は4/6㈬から 窓 で）　　☆は保育あり

催し名 対象 日時 定員 料金

ID 031906
人形劇を楽しもう 未就学児と保護者 4/19㈫

10:10～10:50 抽選30組 無料

ID 032086
親子の絆づくりプログラム
ＢＰプログラム

2～5カ月(第1子)と母親 5/10～31
13:30～15:30（全4回） 申込順25組 1,000円　★

ID 032089
親子おやつクッキング 2歳～3歳5カ月と保護者 4/12㈫、5/6㈮・20㈮

14:00～15:00 抽選各8組 各200円

子育て講座
ID 032104
発達の視点から
子どもの行動・接し方を考える

未就学児の保護者、子育
て支援者など

4/16㈯
10:00～12:00 抽選30人 無料 ☆

ID 032146
親子で行う
子どものからだづくり

未就学児の保護者、子育
て支援者など

4/18㈪
10:00～12:00 抽選30人 無料 ☆

クッキング講座
ID 032223
カンガルーぱくぱく教室

7・8カ月の保護者
※試食は子ども同伴

4/22㈮、5/18㈬
10:00～12:00 抽選12人 650円 ☆

ID 032232
カンガルーぱくぱく教室

9～11カ月の保護者
※試食は子ども同伴

4/20㈬、5/11㈬
10:00～12:00 抽選12人 650円 ☆

ID 032234
カンガルーぱくぱく教室

1歳の保護者
※試食は子ども同伴

4/15㈮、5/13㈮・25㈬
10:00～12:00 抽選12人 650円 ☆

ID 032238
カンガルーぱくぱく教室

各月に誕生日を迎える
1歳～就学前の保護者
※試食は子ども同伴

4/27㈬、5/27㈮
10:00～12:00 抽選12人 650円 ☆

カンガルーの森の催し

ID 032092 申込順10組

対象　2～6カ月と保護者
日時　5/24㈫　10:00～11:30
場所　阿武山たつの子子育て支援センター
料金　300円
問合　℡692-0313
申込　4/30㈯までに HP で

覚えやすい歌とマッサージで親子の
触れ合い時間を過ごしましょう

わらべうた
ベビーマッサージ

ID 031593 申込順10組

子育てを一緒に考えたり学んだりしながら
親子の絆を深めます

親子の絆づくりプログラム
BPプログラム

対象　2～5カ月の第1子と母親
日時　5/13～6/3　9:40～11:40（全4回）
場所　阿武山たつの子認定こども園　　料金　1,100円
問合　 阿武山たつの子子育て支援センター
　　　℡692-0313
申込　4/4㈪から 窓 で

対象　未就学児と保護者
日時　4/27㈬　11:00～11:30
場所　あくあぴあ芥川
料金　無料
問合　℡692-5041

おはなし会の後、おはなしに登場した
生きものを見たり触れたりします

あくあぴあのおはなし会
ID 029508 当日先着20人
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